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１　調査研究（内閣府，各省庁）
　社会全体で子ども・若者育成支援のための取
組が適切に推進されるようにするためには，子
ども・若者の実態，意識，問題点等その現状に
ついて把握し，広く国民の間で事実認識を共有
することが重要である。
　内閣府では，子ども・若者に関する調査研究
を実施しており，調査研究の結果については，
広く国民の間で積極的に活用されるようホーム
ページ等で公開している。
　男女共同参画会議監視・影響調査専門調査会
は，平成21年11月に「新たな経済社会の潮流の
中で生活困難を抱える男女に関する監視・影響
調査報告書」を公表し，この中で，困難な状況
におかれた若者の現状について，成育家庭をめ
ぐる問題や学歴の影響等男女に共通する課題に
加え，女性については，「家事手伝い」を行っ
ている場合には，ニート等の対象に含まれない
など潜在化しやすい傾向があり，若年期におけ
るキャリア形成や自立基盤の形成につながらな

いといった問題や，10代の出産・育児等による
教育機会の制限の影響等女性特有の現状や背景
があること，男性についても，「男性は弱音を
吐いてはならない」など男性特有のプレッ
シャーがあること等，男女それぞれが抱える課
題についても，指摘を行った。

２　調査データ等の共有・活用のための環境整
備（内閣府，総務省）
　総務省では，「統計法」（平19法53）に基づ
き，平成21年度から統計データの二次利用制度
を適切に運用するため，政省令やガイドライン
等の整備を行い，関係府省等における統計デー
タの提供が円滑に進むように適宜支援を行って
いる。
　なお，平成22年度前半時点においては，オー
ダーメード集計のサービスについては７府省
が，また，匿名データの提供については１省が
サービスを実施している。
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１　広報啓発・情報提供等
⑴ 広報啓発活動（内閣府，各省庁）
　ア�　子ども・若者育成支援強調月間（内閣府）
　　�　昭和53年度から毎年11月を「全国青少年
健全育成強調月間」に定め，期間中に諸行
事を集中的に実施することにより，国民の
青少年健全育成に対する理解を深め，国民
運動の一層の充実と定着を図ってきた。

　　�　平成21年度は，内閣府，関係省庁，地方
公共団体，その他関係諸団体等が実施主体
となり，

　　①　青少年の社会的自立支援の促進

　　②　生活習慣の見直しと家庭への支援
　　③　児童虐待の予防と対応
　　④�　青少年を犯罪や有害環境等から守るた

めの取組の推進
　　�の４点を重点事項とした。
　　�　各府省，各都道府県，関係団体等において
は，この月間の趣旨にのっとり，青少年育成全
国大会等の行事や広報啓発活動が行われた。

　　�　なお，平成22年度からは「子ども・若者
育成支援推進法」の施行や「子ども・子育
てビジョン」及び「子ども・若者ビジョ
ン」が策定されたことを踏まえ，名称を
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「子ども・若者育成支援強調月間」と変更
することとしている。

　イ�　子ども若者育成・子育て支援功労者表
彰・社会貢献青少年表彰等（内閣府）

　　�　内閣府では，毎年，社会貢献活動を行っ
た青少年（団体を含む。）及び青少年の健
やかな育成に貢献し，顕著な功績のあった
者を内閣府特命担当大臣から表彰している。

　　�　なお，平成22年度からは，「子ども・若
者育成支援推進法」の施行や，「子ども・
子育てビジョン」及び「子ども・若者ビ
ジョン」が策定され，子ども・若者の育成
や子育て支援を社会全体として応援してい
くこととしたことを踏まえ，「子ども若者
育成・子育て支援功労者表彰」，「社会貢献
青少年表彰」として実施することとした。
また，新たに，子ども・若者を育成支援す
る活動等を広く社会に紹介する「子ども若
者育成・子育て支援活動事例紹介事業」を
併せて実施することとした。　

　ウ�　青少年の非行・被害防止全国強調月間
（内閣府，警察庁）

　　�　内閣府では，昭和54年度から毎年７月を
青少年の非行防止全国強調月間として定
め，幅広い関係省庁の参加と関係団体の協
力・協賛を得て，国民の非行防止意識の高
揚，青少年の非行等問題行動への対応の強
化を図ってきた。平成21年度は，

　　　①�　インターネット上の違法・有害情報
への適切な対応

　　　②　有害環境への適切な対応
　　　③　薬物乱用対策等の推進
　　　④　不良行為少年への的確な対応
　　　⑤　初発型非行の防止
　　　⑥　再非行（再犯）の防止
　　　⑦�　いじめ・暴力行為等の問題行動への

対応
　　を月間の重点課題とした。
　　�　警察庁では，平成21年７月の「青少年の
非行問題に取り組む全国強調月間」に合わ
せ，「目で見る非行防止運動」として，非

行防止を訴えるポスター約８万枚を作成し
て全国各地に掲示したほか，大型街頭ビ
ジョンを活用した広報を実施するととも
に，全国の主要なプロ野球場及びプロサッ
カー競技場に対し，試合開始時の電光掲示
板等を活用した広報への協力を依頼した。

　　�　なお，平成22年度は，青少年の被害防止
の観点を新たに加え，名称を「青少年の非
行・被害防止全国強調月間」に変更すると
ともに，青少年の福祉を害する犯罪被害の
防止を重点課題の一つとした。

　エ�　児童虐待防止推進月間（内閣府，厚生労
働省）

　　�　厚生労働省では，内閣府とともに，平成
16年から11月を「児童虐待防止推進月間」
と位置づけ，児童虐待問題に対する社会的
関心の喚起を図るため，その期間中，関係
府省庁や地方公共団体，関係団体等と連携
した集中的な広報・啓発活動を実施してい
る。

　オ　社会を明るくする運動（法務省）
　　�　法務省では，昭和26年から，“社会を明る
くする運動”を主唱し，毎年７月を強調月
間として犯罪や非行のない明るい社会を実
現するため，全国各地で世論の啓発，社会
環境の改善，犯罪の予防を目的とする地域
住民の活動の促進等に努めている。平成21
年の本運動（第59回）においては，「犯罪や
非行をした人たちの就労支援」を重点目標
として，全国各地で各種行事が行われた。

　　�　なお，この運動の実施に当たっては，保
護司会，更生保護女性会，BBS 会等を始
めとする民間協力組織や地方自治体を始め
とする関係機関・団体等約３万1,000団体
の協力を得て，地域における犯罪予防のた
めの広報啓発活動の強化に努めている
（http://www.moj.go.jp/hogo1/�
kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html）。

　カ　人権に関する啓発活動（法務省）
　　�　法務省の人権擁護機関では，年間を通じ
て全国各地で，児童虐待やいじめ，児童の
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結果を，平成21年４月，「食でつなぐき
ずな」実践企業事例集として公表した。

　　　�　また，内閣府では，子育て中の親を主
な対象として，家庭における食育を推進
するため，有識者の論説及び栄養教諭，
保育士等現場での食育実践についての
エッセイを内容とする「親子のための食
育読本」を取りまとめ，平成22年３月に
公表した。

　　②　食育月間及び食育の日
　　　�　食育推進基本計画では，毎年６月を

「食育月間」と定め，全国的に，各種広
報媒体や行事等を通じた広報啓発活動を
重点的に実施し，食育推進運動の一層の
充実と定着を図ることとしている。ま
た，同計画では，毎月19日を「食育の
日」と定め，食育推進運動を継続的に展
開し，地方自治体，関係団体等による食
育の促進を図ることとしている。

　　　�　平成21年度の食育月間の実施に際し，
内閣府では，「食育月間」実施要綱を策
定し（内閣府特命担当大臣決定），食を
通じたコミュニケーション，バランスの
取れた食事，望ましい生活リズム，食を
大切にする気持ち及び食の安全の５つを
重点事項として定めるとともに，全国規
模の中核的な行事として，島根県との共
催により「第４回食育推進全国大会」を
開催し（平成21年６月），約１万3,000人
の来場を得た。

　　　�　平成22年度の食育月間の実施に際して
も，五つの同様の重点事項等を内容とす
る「食育月間」実施要綱を策定するとと
もに，佐賀県との共催により，「第５回
食育推進全国大会」を開催し（平成22年
６月），約４万3,000人の来場を得た。

　　　�　また，内閣府では，平成21年度の食育
の推進に関するポスターを全国の小学
校，中学校，高等学校等を通じて募集し
たところ，約１万７千人の応募があり，
小学生，中学生及び高校生の部門ごと

権利に関する条約等，子どもの人権に関す
る講演会，シンポジウム，座談会等の開催，
各種啓発パンフレットの配布等，様々な広
報啓発活動を実施しており，毎年12月４日
から10日の人権週間を中心に年間を通じ
て，「子どもの人権を守ろう」を年間強調
事項として掲げ，広報啓発活動を実施して
いる。

　　�　また，主に小学生を対象とした啓発活動
として，昭和57年度以来，「人権の花運動」
を実施しており，平成21年度は，3,397の小
学校等からの参加があった（近年は，併せ
て，児童に「いじめ」等について考えても
らうための「人権教室」も開催している。）。

　　�　さらに，中学生を対象とした啓発活動と
して，全国人権擁護委員連合会とともに，
昭和56年度以来「全国中学生人権作文コン
テスト」を実施しており，平成21年度に開
催された第29回大会には，全国の中学校の
55.7％に当たる6,624校から，88万3,746編
もの多数の作品の応募があった。

　キ�　国民運動としての「食育」の推進（内閣
府）

　　①　国民運動としての「食育」
　　　�　食育基本法及び食育推進基本計画（平

成18年３月食育推進会議決定）に基づ
き，関係府省等が連携しつつ，家庭，学
校，地域等において国民運動として食育
を推進している。

　　　�　食育の国民的な取組を進めていく上
で，食品の製造，加工，流通，販売及び
食事の提供といった食品関連事業を営む
企業等は，子ども・若者を対象とした体
験学習等に取り組んでおり，大きな役割
が期待されている。

　　　�　このため，内閣府では，企業等での一
層の食育の取組を進めていくことを目的
として，食品製造，流通・小売，外食，
中食及び生活協同組合といった異なる業
種や事業形態も含めた52社に食育の取組
に関するインタビュー調査を行い，その
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⑵ 国民にも分かりやすい情報提供（内閣府，
防衛省）
　�　内閣府では，「青少年のためのホームペー
ジ」（http://www8.cao.go.jp/youth2/index.
html）により青少年向けの情報提供を行っ
ている。同ホームページでは，法務省の「子
どもの人権110番」や文部科学省の「24時間
いじめ相談ダイヤル」等全国共通の相談窓口
や全国の青少年相談機関，青少年の国際交
流，青少年団体等に関する情報を提供すると
ともに，各省庁や都道府県の青少年向けホー
ムページへのリンクを設けている。また，児
童虐待，いじめ，ひきこもり，不登校等につ
いての相談・通報窓口をまとめたサイトを
ホームページに掲載している（http://
www8.cao.go.jp/youth/soudan/index.html）。
　�　防衛省では，青少年にも防衛諸施策や自衛
隊の活動等を分かりやすく理解させるため，
『まんがで読む防衛白書』パンフレット等及
びホームページ内の「キッズページ」を活用
し，情報の提供に努めている。

に，金賞，銀賞及び銅賞を選定し，内閣
府特命担当大臣から表彰した。受賞作品
については，食育の日のポスターを始め
食育推進の各種広報媒体で用いた。

　　③�　食育推進に関するボランティアに対す
る表彰

　　　�　食育の推進は，国民一人一人の食生活
に直接関わる取組であることから，国や
地方自治体による取組だけでなく，国民
の生活に密着した活動を行っているボラ
ンティアの役割が重要であり，子ども・
若者に対する食育の推進が緊要な課題で
あることから，内閣府では，若い世代の
食生活の改善に尽力したボランティアを
対象として，平成21年度から「食育推進
ボランティア表彰」を実施している。平
成21年度においては，10の優秀事例を内
閣府特命担当大臣から表彰した。

国際的な連携・協力第３節

１　国際機関等における取組への協力（内閣
府，外務省）
　我が国は，「児童の権利に関する条約」，同条
約を補完する「武力紛争における児童の関与に
関する児童の権利に関する条約の選択議定書」
及び「児童の売買，児童買春及び児童ポルノに
関する児童の権利に関する条約の選択議定書」
のそれぞれの締約国となっている。
　これらは，締約国に対し，条約の実施状況及
び選択議定書の規定の実施のためにとった措置
につき，専門家で構成される児童の権利委員会

に定期的に報告するよう求めている。
　我が国は，平成20年４月に同条約の第３回政
府報告及び２つの選択議定書の第１回政府報告
を提出し，平成22年５月，これらの政府報告に
関する児童の権利委員会による審査を受け，同
年６月，同委員会はこの審査を踏まえ最終見解
を公表した。
　政府としては，最終見解の趣旨を踏まえつ
つ，同条約及び２つの選択議定書の実施の確保
に努めることとしている。




